
  

  

   新旧タイトル名称 

新 旧 

ブランド メンバー 旧ディストリビユーター／ブランドパートナー 

ブランド レプリゼンタティブ 旧エグゼクティブ 

エグゼクティブ ブランド パートナー 旧ルビー エグゼクティブ 

エグゼクティブ ブランド ディレクター 旧ブルーダイヤモンド エグゼクティブ 

プレジデンシャル ディレクター 旧チームエリート 

 

2018 年 11 月 

 

 

NU サクセス トリップ 2019 SPRING シンガポール 

第 2 回の NU サクセス トリップは、シンガポールで開催します。宿泊ホテルは、シンガポール

を象徴する「マリーナベイ・サンズ」。達成者全員 1ID につき 2 名までの参加が可能です。ぜひ、

「GROW ONE to ONE プロモーション」と併せて、グループでチャレンジしてください。 

※2018 年 7 月の Velocity 導入に伴い、フレックス ブロックに関する規定が追加されました（2 ページ参照）。   

※本資料に記載されているタイトルの新旧名称については、ページ下部の表をご覧ください。 

 
開催時期：2019 年 3 月 24 日（日）～3 月 28 日（木）＊  

＊
GROW ONE to ONE プロモーション達成者は 3 月 23 日（土）出発。 

開催地  ：シンガポール（滞在先：マリーナベイ・サンズ） 

参加者  ：達成者 1ID につき 2 名まで 
 

＜同行できる方＞ 

・パートナー登録者 

・2 親等以内かつ 18 歳以上の家族＊   
＊別 ID でブランド メンバー登録していても、ブランド レプリゼンタティブ未満であれば可。 

 

参加資格取得条件 

基準月  ：2016 年 9 月 

対象期間：2018 年 7 月～2018 年 12 月 

 

■基準月のタイトルがエグゼクティブ ブランド ディレクター以下の方の条件 

条件 

「サクセス トリップ 2018 オーストラリア」または 

「NU サクセス トリップ 2018 AUTUMN プーケット」のいずれも達成していない場合 

対象期間中に以下のいずれも満たすこと 

・ エグゼクティブ ブランド パートナー以上 かつ 基準月より高いタイトルを達成する 

・ 上記のタイトル以上 かつ 3,000GSV 以上を最低 4 ヵ月間（連続でなくても可） 

維持する <4 ヵ月維持条件> 

「サクセス トリップ 2018 オーストラリア」または 

「NU サクセス トリップ 2018 AUTUMN プーケット」を達成している場合 

対象期間中に以下のいずれも満たすこと 

・「サクセス トリップ 2018 オーストラリア」または 

「NU サクセス トリップ 2018 AUTUMN プーケット」の達成タイトルより 

 高いタイトルを達成する 

・ 上記のタイトル以上 かつ 3,000GSV 以上を最低 4 ヵ月間（連続でなくても可） 

維持する <4 ヵ月維持条件> 
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■既存／NEW プレジデンシャル ディレクターの条件 

条件 

対象期間中に以下のいずれかを満たすこと 

・G1～G2 に 1ID以上の本トリップ達成参加者を育成する 

・G3～G6 に 2ID以上の本トリップ達成参加者を育成する 

 

・日本登録のブランド メンバー（JA 番号をおもちの方）対象のプログラムです。 

・対象期間中、ブランド レプリゼンタティブを維持することが必要です。 

・対象期間中、本人はフレックス ブロック＊を使用できません。ただし、フレックス ブロックを使用した G1 ブランド 

レプリゼンタティブは、タイトル達成のためにカウントできます（2018 年 7 月更新）。 

・基準月 2016 年 9 月付タイトルが暫定エグゼクティブ（PEXEC）の場合は、PEXEC になる前のタイトルが適用されます。 

・パートナーシップまたはロールアップの影響によって条件を達成した場合は、対象外となります。 

・4 ヵ月維持条件の 1 ヵ月目達成以降に登録したパートナーは、本トリップに参加できません。 

・対象期間内（2018 年 7 月～12 月）に購入した製品の返品率（返品分のポイント合計を、同期間の GSV 合計で割った

もの）について、本人が 10％以上となった場合、対象外となります。G1 ブランド レプリゼンタティブが 10％以上と

なった場合、その G1 ブランド レプリゼンタティブはサクセス トリップ達成タイトルにはカウントできません。サク

セス トリップ達成者は、2018 年 12 月の結果をもって、最終確定されます。   
 

＊フレックス ブロック：要件を満たしたブランド レプリゼンタティブ（旧エグゼクティブ）が資格維持条件を満たせなかった 

場合に、その不足分を自動的に補填するシステム。 

 
※本プログラムの内容は、会社の都合により、変更される場合があります。 

※当社のプログラムを不正に利用したと判断される場合や、活動上の問題により当社が何らかの指導を行った場合などは、当社は、当事者の

すべての権利を留保します。 

 

 

 

 

GROW ONE to ONE プロモーション 
 

条件 NU サクセス トリップ 2019 SPRING シンガポールを達成参加する、 

G1 ダウンラインを育成すること 

特典 

■特典 1：NU サクセス トリップ 2019 SPRING シンガポール 1 泊追加＊ 

＊特典対象はアップラインおよびダウンライン（それぞれ 1ID につき 2 名まで）です。 

■特典 2：表彰 

・NU サクセス トリップ 2019 SPRING シンガポールでの表彰 

・NU サクセス トリップ 2019 SPRING シンガポール専用 Web サイト内での表彰 

 
※本プログラムの内容は、会社の都合により、変更される場合があります。 

※当社のプログラムを不正に利用したと判断される場合や、活動上の問題により当社が何らかの指導を行った場合などは、当社は、

当事者のすべての権利を留保します。 


